
1

一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第8888回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月11111111    日日日日((((火火火火))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

1111 17171717分分分分 仲宗根仲宗根仲宗根仲宗根　　　　悟悟悟悟（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 多発多発多発多発するするするする米兵米兵米兵米兵のののの事件事件事件事件・・・・不祥事不祥事不祥事不祥事にににに関関関関してしてしてして

((((1111)))) 相次相次相次相次ぐぐぐぐ米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪米兵犯罪にににに対対対対してどのようにしてどのようにしてどのようにしてどのように受受受受けとめけとめけとめけとめ、、、、県県県県としてとしてとしてとして再発防止再発防止再発防止再発防止をどのようなをどのようなをどのようなをどのような策策策策をををを持持持持ってってってって日日日日
米両政府米両政府米両政府米両政府へへへへ臨臨臨臨むかむかむかむか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 読谷村読谷村読谷村読谷村でででで発生発生発生発生したしたしたした住居不法侵入住居不法侵入住居不法侵入住居不法侵入・・・・傷害傷害傷害傷害・・・・器物損壊事件器物損壊事件器物損壊事件器物損壊事件にににに関関関関しししし容疑者容疑者容疑者容疑者にににに対対対対しししし事情聴取事情聴取事情聴取事情聴取もでもでもでもで
きてないきてないきてないきてない段階段階段階段階でのでのでのでの「「「「身柄引身柄引身柄引身柄引きききき渡渡渡渡しをしをしをしを求求求求めないめないめないめない」」」」とととと認識認識認識認識をををを示示示示したしたしたした官房長官発言官房長官発言官房長官発言官房長官発言についてのについてのについてのについての見見見見
解解解解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 読谷読谷読谷読谷のののの事件事件事件事件でででで搬送搬送搬送搬送したしたしたしたニライニライニライニライ消防救急隊員消防救急隊員消防救急隊員消防救急隊員はははは、、、、事件事件事件事件のことはのことはのことはのことは知知知知らずにらずにらずにらずに軍人軍属軍人軍属軍人軍属軍人軍属にににに対対対対するするするする
通常通常通常通常のののの手続手続手続手続でででで米海軍病院米海軍病院米海軍病院米海軍病院へへへへ搬送搬送搬送搬送したとするがしたとするがしたとするがしたとするが、、、、被疑者被疑者被疑者被疑者をををを現場現場現場現場でででで現行犯逮捕現行犯逮捕現行犯逮捕現行犯逮捕したしたしたした際際際際にににに負負負負
傷傷傷傷していたしていたしていたしていた場合場合場合場合のののの通常通常通常通常のののの措置措置措置措置についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 警察官警察官警察官警察官がががが現場臨場現場臨場現場臨場現場臨場しししし、、、、被疑者被疑者被疑者被疑者とととと断定断定断定断定しししし逮捕逮捕逮捕逮捕にににに至至至至らなかったらなかったらなかったらなかった理由理由理由理由をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 中部市町村会中部市町村会中部市町村会中部市町村会のののの「「「「米兵外出禁止措置恒久化米兵外出禁止措置恒久化米兵外出禁止措置恒久化米兵外出禁止措置恒久化」」」」決議決議決議決議をどのようにをどのようにをどのようにをどのように受受受受けとめているかけとめているかけとめているかけとめているか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関してしてしてして
　　　　県民一人一人県民一人一人県民一人一人県民一人一人がががが健康意識健康意識健康意識健康意識をををを高高高高めめめめ、、、、食生活食生活食生活食生活やややや運動運動運動運動などになどになどになどに係係係係るるるる健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの取取取取りりりり組組組組みをみをみをみを県民県民県民県民
一体一体一体一体となってとなってとなってとなって推進推進推進推進しししし、、、、男女男女男女男女ともともともとも平均寿命日本一平均寿命日本一平均寿命日本一平均寿命日本一をををを目指目指目指目指すとするすとするすとするすとする「「「「健康健康健康健康・・・・長寿長寿長寿長寿おきなわおきなわおきなわおきなわ」」」」のののの施策施策施策施策
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化のののの継承継承継承継承のののの取取取取りりりり組組組組みにみにみにみに関関関関してしてしてして
　　　　各地域各地域各地域各地域にににに伝伝伝伝わるわるわるわる伝統行事伝統行事伝統行事伝統行事、、、、受受受受けけけけ継継継継がれたがれたがれたがれた伝統芸能伝統芸能伝統芸能伝統芸能などなどなどなど生活様式生活様式生活様式生活様式がががが多種多様多種多様多種多様多種多様なななな昨今昨今昨今昨今におにおにおにお
いていていていて担担担担いいいい手手手手のののの育成及育成及育成及育成及びびびび地域地域地域地域のののの伝統文化伝統文化伝統文化伝統文化のののの継承継承継承継承をどのようにをどのようにをどのようにをどのように図図図図っていくのかそのっていくのかそのっていくのかそのっていくのかその支援事業支援事業支援事業支援事業にににに
ついてついてついてついて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン沖縄県人会創立沖縄県人会創立沖縄県人会創立沖縄県人会創立30303030周年周年周年周年にににに関関関関してしてしてして
　　　　フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン移民移民移民移民はははは1903190319031903年年年年にににに始始始始まったとされまったとされまったとされまったとされ100100100100年以上年以上年以上年以上のののの歴史歴史歴史歴史がありがありがありがあり、、、、アジアアジアアジアアジア最大最大最大最大ののののウチナーウチナーウチナーウチナー
ンチュンチュンチュンチュがががが暮暮暮暮らすらすらすらす国国国国でありながらでありながらでありながらでありながら、、、、県人会県人会県人会県人会のののの歴史歴史歴史歴史はいまだはいまだはいまだはいまだ30303030年年年年とととと浅浅浅浅いのはいのはいのはいのは、、、、戦後戦後戦後戦後、、、、強制送還強制送還強制送還強制送還にににに
よるよるよるよる県系人県系人県系人県系人がががが帰国帰国帰国帰国をををを余儀余儀余儀余儀なくされなくされなくされなくされ、、、、残残残残ったったったった者者者者ははははルーツルーツルーツルーツをををを隠隠隠隠しながらしながらしながらしながら暮暮暮暮らしたことによるとのこらしたことによるとのこらしたことによるとのこらしたことによるとのこ
とととと。。。。県人会県人会県人会県人会のののの組織組織組織組織はははは、、、、主主主主にににに沖縄米軍基地沖縄米軍基地沖縄米軍基地沖縄米軍基地でででで働働働働いていたいていたいていたいていたフィリピンフィリピンフィリピンフィリピン人人人人とととと結婚結婚結婚結婚したしたしたした女性女性女性女性たちがたちがたちがたちが
フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンにににに渡渡渡渡りそのりそのりそのりその方方方方々々々々がががが中心中心中心中心にににに結成結成結成結成されたとのことであるされたとのことであるされたとのことであるされたとのことである。。。。記念式典記念式典記念式典記念式典でのでのでのでの上原副知事上原副知事上原副知事上原副知事はははは、、、、
「「「「ごごごご苦労苦労苦労苦労されてされてされてされて、、、、ここまできたことにここまできたことにここまできたことにここまできたことに尊敬尊敬尊敬尊敬とととと誇誇誇誇りをりをりをりを感感感感じるじるじるじる」」」」ととととメッセージメッセージメッセージメッセージをををを送送送送られたられたられたられた。。。。フィリピンフィリピンフィリピンフィリピンやややや
世界世界世界世界でででで暮暮暮暮らすらすらすらすウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュウチナーンチュからからからから何何何何をををを学学学学びびびび、、、、どういうことをどういうことをどういうことをどういうことを伝伝伝伝えたいのかえたいのかえたいのかえたいのか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第8888回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月11111111    日日日日((((火火火火))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

2222 17171717分分分分 崎山崎山崎山崎山　　　　嗣幸嗣幸嗣幸嗣幸（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事仲井眞知事はははは、、、、普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設のののの姿勢姿勢姿勢姿勢」」」」をををを衆議院選挙後衆議院選挙後衆議院選挙後衆議院選挙後もももも、、、、どのどのどのどの政権政権政権政権になってになってになってになって
もももも堅持堅持堅持堅持するとするとするとすると表明表明表明表明しているがしているがしているがしているが、、、、そのそのそのその決意決意決意決意をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設をををを推進推進推進推進するするするする政権党政権党政権党政権党とととと妥協妥協妥協妥協することなくすることなくすることなくすることなく対峙対峙対峙対峙するするするする決意決意決意決意かかかか伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 辺野古移設辺野古移設辺野古移設辺野古移設にににに係係係係るるるる公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請公有水面埋立申請にににに承認承認承認承認しないしないしないしない意向意向意向意向はははは変変変変わらないかわらないかわらないかわらないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ 「「「「県外移設県外移設県外移設県外移設」」」」にににに取取取取りりりり組組組組むむむむ道筋道筋道筋道筋をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 政府政府政府政府はははは、、、、沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民のののの意思意思意思意思をををを無視無視無視無視してしてしてしてオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイをををを12121212機強行配備機強行配備機強行配備機強行配備しししし、、、、来年来年来年来年はさらにはさらにはさらにはさらに12121212機配機配機配機配
備備備備するするするする意向意向意向意向をををを示示示示しているしているしているしている。。。。今今今今、、、、私私私私たちたちたちたち沖縄県民沖縄県民沖縄県民沖縄県民はははは、、、、配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回、、、、またまたまたまた新新新新たなたなたなたな配備配備配備配備をとめるをとめるをとめるをとめる重重重重
要要要要なななな瀬戸際瀬戸際瀬戸際瀬戸際にににに立立立立っているっているっているっている。。。。９９９９・・・・９９９９県民大会県民大会県民大会県民大会でででで示示示示されたされたされたされた超党派超党派超党派超党派のののの県民運動県民運動県民運動県民運動ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギーがさがさがさがさ
らにらにらにらに求求求求められているめられているめられているめられている。。。。知事知事知事知事はははは、、、、このこのこのこの超党派超党派超党派超党派のののの県民運動県民運動県民運動県民運動へのへのへのへの評価評価評価評価とととと再構築再構築再構築再構築へのへのへのへの期待感期待感期待感期待感はあはあはあはあ
るかるかるかるか伺伺伺伺うううう。。。。

2222 再開発事業再開発事業再開発事業再開発事業についてについてについてについて
　　　　県県県県やややや地権者等地権者等地権者等地権者等がががが出資出資出資出資してしてしてして進進進進めているめているめているめている旭橋旭橋旭橋旭橋ターミナルターミナルターミナルターミナルのののの再開発地区再開発地区再開発地区再開発地区はははは、、、、モノレールモノレールモノレールモノレールとととと直結直結直結直結
しししし、、、、空港空港空港空港にもにもにもにも近近近近いいいい玄関口玄関口玄関口玄関口でありでありでありであり、、、、中北部中北部中北部中北部へのへのへのへのバスバスバスバスののののターミナルターミナルターミナルターミナルとしてのとしてのとしてのとしての結節点結節点結節点結節点でもあるでもあるでもあるでもある。。。。公共公共公共公共
交通機関交通機関交通機関交通機関としてのとしてのとしてのとしてのバスバスバスバスのののの役割役割役割役割をさらにをさらにをさらにをさらに高高高高めるためにもめるためにもめるためにもめるためにもターミナルターミナルターミナルターミナルのののの整備整備整備整備はははは重要重要重要重要だとだとだとだと考考考考えるえるえるえる。。。。ここここ
れまでれまでれまでれまで停滞停滞停滞停滞しているしているしているしている要因要因要因要因はははは何何何何かかかか、、、、進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 首里城公園首里城公園首里城公園首里城公園のののの県移管県移管県移管県移管についてについてについてについて
　　　　首里城公園首里城公園首里城公園首里城公園はははは、、、、沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化のののの象徴象徴象徴象徴としてとしてとしてとして沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光のののの拠点拠点拠点拠点となっているとなっているとなっているとなっている。。。。このこのこのこの首里城首里城首里城首里城
公園公園公園公園はははは年間年間年間年間200200200200万人万人万人万人のののの人人人人々々々々がががが訪訪訪訪れれれれ、、、、沖縄観光沖縄観光沖縄観光沖縄観光にににに大大大大きくきくきくきく寄与寄与寄与寄与しししし、、、、年間収入年間収入年間収入年間収入４４４４億円億円億円億円をををを超超超超えるえるえるえる多多多多
額額額額のののの利益利益利益利益をををを上上上上げているげているげているげている。。。。このこのこのこの特定公園特定公園特定公園特定公園のののの管理管理管理管理はははは国国国国とととと財団財団財団財団がががが行行行行っておりっておりっておりっており、、、、このこのこのこの形態形態形態形態をををを県県県県にににに移管移管移管移管
しししし、、、、文字文字文字文字どおりどおりどおりどおり沖縄沖縄沖縄沖縄のののの歴史歴史歴史歴史・・・・文化文化文化文化のののの遺産遺産遺産遺産としてとしてとしてとして運営運営運営運営すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、内閣府内閣府内閣府内閣府、、、、県県県県、、、、再生機構再生機構再生機構再生機構
等等等等のののの５５５５関係機関関係機関関係機関関係機関でのでのでのでの協議協議協議協議はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか伺伺伺伺うううう。。。。

4444 沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館沖縄学生会館のののの売却売却売却売却についてについてについてについて
　　　　県県県県はははは、、、、学生寮学生寮学生寮学生寮（（（（千葉県習志野千葉県習志野千葉県習志野千葉県習志野））））のののの建物建物建物建物とととと土地土地土地土地をををを売却売却売却売却するするするする方針方針方針方針をををを示示示示しているしているしているしている。。。。このこのこのこの学生寮学生寮学生寮学生寮はははは、、、、
首都圏首都圏首都圏首都圏でででで高高高高いいいい生活費生活費生活費生活費やややや高騰高騰高騰高騰するするするする学費学費学費学費などなどなどなど経済的負担経済的負担経済的負担経済的負担をををを軽減軽減軽減軽減しししし、、、、県外県外県外県外でででで生徒生徒生徒生徒がががが希望希望希望希望をををを持持持持っっっっ
てててて勉学勉学勉学勉学にににに励励励励めるめるめるめる唯一唯一唯一唯一のののの学生寮学生寮学生寮学生寮であったであったであったであった。。。。再建再建再建再建をををを望望望望むむむむ県民県民県民県民のののの声声声声があるがあるがあるがある中中中中でででで、、、、売却後売却後売却後売却後のののの活用活用活用活用はははは
県外学生県外学生県外学生県外学生へのへのへのへの人材育成人材育成人材育成人材育成にににに活用活用活用活用されるのかされるのかされるのかされるのか伺伺伺伺うううう。。。。

5555 漁業調査船漁業調査船漁業調査船漁業調査船（（（（図南丸図南丸図南丸図南丸））））のののの委託化委託化委託化委託化についてについてについてについて
　　　　当局当局当局当局はははは、、、、調査船調査船調査船調査船（（（（図南丸図南丸図南丸図南丸））））のののの委託化委託化委託化委託化をををを検討中検討中検討中検討中とのことでとのことでとのことでとのことで、、、、乗組員乗組員乗組員乗組員であるであるであるである海事職員海事職員海事職員海事職員をををを2009200920092009年年年年
からからからから不補充不補充不補充不補充としているとしているとしているとしている。。。。本船本船本船本船はははは、、、、カツオカツオカツオカツオ、、、、マグロマグロマグロマグロ漁業調査漁業調査漁業調査漁業調査、、、、アイザメアイザメアイザメアイザメ・・・・ソデイカソデイカソデイカソデイカ資源開発海洋観資源開発海洋観資源開発海洋観資源開発海洋観
測測測測などのなどのなどのなどの業務業務業務業務をををを実施実施実施実施しししし情報情報情報情報をををを発信発信発信発信しししし、、、、多大多大多大多大なななな成果成果成果成果をををを上上上上げているげているげているげている。。。。委託化委託化委託化委託化のののの方向方向方向方向はははは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした
役割役割役割役割をををを大大大大きくきくきくきく後退後退後退後退させることになるさせることになるさせることになるさせることになる。。。。安全航行安全航行安全航行安全航行をををを目指目指目指目指しししし、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに海事職員海事職員海事職員海事職員のののの補充補充補充補充をしてをしてをしてをして運運運運
営堅持営堅持営堅持営堅持をすべきではないかをすべきではないかをすべきではないかをすべきではないか伺伺伺伺うううう。。。。

6666 教育実習船教育実習船教育実習船教育実習船（（（（かりゆしかりゆしかりゆしかりゆし））））のののの廃船廃船廃船廃船についてについてについてについて
　　　　本船本船本船本船はははは、、、、小型船舶操縦士免許小型船舶操縦士免許小型船舶操縦士免許小型船舶操縦士免許のののの取得取得取得取得をををを目的目的目的目的にににに沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校沖縄水産高校のののの本科生本科生本科生本科生とととと専攻科専攻科専攻科専攻科のののの生徒生徒生徒生徒がががが
実習船実習船実習船実習船としてとしてとしてとして活用活用活用活用しているしているしているしている。。。。県県県県はははは、、、、このこのこのこの実習船実習船実習船実習船のののの修理費用約修理費用約修理費用約修理費用約180180180180万円万円万円万円のののの予算措置予算措置予算措置予算措置にににに目途目途目途目途がががが
立立立立たないとしてたないとしてたないとしてたないとして、、、、廃船廃船廃船廃船のののの検討検討検討検討をしているとのことであるをしているとのことであるをしているとのことであるをしているとのことである。。。。このこのこのこの本船本船本船本船のののの役割役割役割役割、、、、必要性必要性必要性必要性をををを鑑鑑鑑鑑みずみずみずみず、、、、
安易安易安易安易なななな廃船廃船廃船廃船のののの方向性方向性方向性方向性をををを痛感痛感痛感痛感するするするする。。。。生徒生徒生徒生徒のののの実習意欲実習意欲実習意欲実習意欲やややや資格取得資格取得資格取得資格取得へのへのへのへの喪失喪失喪失喪失などなどなどなど夢夢夢夢をををを失失失失わせるわせるわせるわせる
ことでありことでありことでありことであり、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに予算措置予算措置予算措置予算措置をををを図図図図るべきではないかるべきではないかるべきではないかるべきではないか、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 本船本船本船本船のののの実績実績実績実績とととと役割役割役割役割をどうをどうをどうをどう分析分析分析分析しているかしているかしているかしているか伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 修理費用修理費用修理費用修理費用のののの概算概算概算概算のののの内訳内訳内訳内訳をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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((((3333)))) 廃船後廃船後廃船後廃船後、、、、生徒生徒生徒生徒たちのたちのたちのたちの実習船実習船実習船実習船はどうなるかはどうなるかはどうなるかはどうなるか伺伺伺伺うううう。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第8888回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月11111111    日日日日((((火火火火))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

3333 17171717分分分分 比嘉比嘉比嘉比嘉　　　　京子京子京子京子（（（（社大党社大党社大党社大党）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備配備配備配備はははは、、、、海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの駐留駐留駐留駐留にににに起因起因起因起因しているしているしているしている。。。。海兵隊海兵隊海兵隊海兵隊のののの地政学的理由地政学的理由地政学的理由地政学的理由やややや抑止力抑止力抑止力抑止力にににに
ついてついてついてついて知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((2222)))) 海兵隊不要論海兵隊不要論海兵隊不要論海兵隊不要論をををを構築構築構築構築しししし発信発信発信発信することがすることがすることがすることがオスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ配備撤回配備撤回配備撤回配備撤回とととと普天間基地普天間基地普天間基地普天間基地のののの県内移設反対県内移設反対県内移設反対県内移設反対
につながるとにつながるとにつながるとにつながると考考考考えるえるえるえる。。。。知事知事知事知事のののの認識認識認識認識をををを伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((3333)))) 今回今回今回今回のののの知事訪米知事訪米知事訪米知事訪米はははは、、、、前回前回前回前回とととと比比比比べべべべ反応反応反応反応やややや手応手応手応手応えはどうであったかえはどうであったかえはどうであったかえはどうであったか、、、、米国世論等米国世論等米国世論等米国世論等へのへのへのへの影響影響影響影響はははは
どうかどうかどうかどうか。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後のののの手法手法手法手法としてとしてとしてとして検討検討検討検討していることがあればしていることがあればしていることがあればしていることがあれば伺伺伺伺いたいいたいいたいいたい。。。。

((((4444)))) 佐佐佐佐々々々々江賢一郎駐米大使江賢一郎駐米大使江賢一郎駐米大使江賢一郎駐米大使はははは就任会見就任会見就任会見就任会見でででで、、、、普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場普天間飛行場のののの移設移設移設移設についてについてについてについて名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古名護市辺野古へへへへ
のののの移設移設移設移設をををを進進進進めるめるめるめる考考考考えをえをえをえを示示示示しししし、、、、日米地位協定日米地位協定日米地位協定日米地位協定はははは改正改正改正改正にににに向向向向けたけたけたけた米政府米政府米政府米政府とのとのとのとの協議協議協議協議にににに否定的否定的否定的否定的なななな
姿勢姿勢姿勢姿勢をををを示示示示したとしたとしたとしたと報道報道報道報道されているされているされているされている。（。（。（。（11111111月月月月29292929日日日日、、、、新報新報新報新報））））見解見解見解見解をををを問問問問うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) これまでこれまでこれまでこれまで米軍人米軍人米軍人米軍人やややや軍属軍属軍属軍属によるによるによるによる事件事件事件事件････事故事故事故事故、、、、特特特特にににに女性女性女性女性へのへのへのへの性暴力性暴力性暴力性暴力にににに対対対対しししし、、、、我我我我々々々々はははは常常常常にににに被害被害被害被害
者者者者へのへのへのへの心身心身心身心身ののののケアケアケアケアとととと補償補償補償補償をををを求求求求めてきためてきためてきためてきた。。。。県県県県はははは事件後被害者事件後被害者事件後被害者事件後被害者がががが「「「「どのようにどのようにどのようにどのように補償補償補償補償されたかされたかされたかされたか知知知知
らないらないらないらない」」」」とととと以前私以前私以前私以前私のののの質問質問質問質問にににに答弁答弁答弁答弁しているしているしているしている。。。。被害者被害者被害者被害者のののの心情心情心情心情からしてからしてからしてからして事件後加害者側事件後加害者側事件後加害者側事件後加害者側とととと直接直接直接直接
交渉交渉交渉交渉することはすることはすることはすることは苦痛苦痛苦痛苦痛とととと思思思思われるわれるわれるわれる、、、、またまたまたまた精神的精神的精神的精神的ななななケアケアケアケアがががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。県県県県はははは弁護士弁護士弁護士弁護士やややや心理士心理士心理士心理士
等等等等ののののチームチームチームチームをつくりをつくりをつくりをつくり支援支援支援支援するするするする必要必要必要必要があるとがあるとがあるとがあると考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((2222)))) 報道報道報道報道（（（（11111111月月月月17171717日日日日、、、、新報新報新報新報、、、、タイムスタイムスタイムスタイムス））））によるとによるとによるとによると、「、「、「、「反戦反戦反戦反戦イラクイラクイラクイラク帰還兵帰還兵帰還兵帰還兵のののの会会会会」」」」ののののメンバーメンバーメンバーメンバーであるであるであるであるアッアッアッアッ
シュシュシュシュ・・・・キリエキリエキリエキリエ・・・・ウールソンウールソンウールソンウールソン氏氏氏氏はははは「「「「軍軍軍軍はははは、、、、我我我我々々々々をををを暴力的暴力的暴力的暴力的になるようになるようになるようになるよう育育育育てるてるてるてる。。。。女性女性女性女性へのへのへのへの暴行事件暴行事件暴行事件暴行事件
はははは必然必然必然必然だだだだ。。。。イラクイラクイラクイラクではではではでは兵士兵士兵士兵士にににに住民蔑視住民蔑視住民蔑視住民蔑視をををを徹底徹底徹底徹底しししし、、、、抵抗抵抗抵抗抵抗なくなくなくなく住民住民住民住民をををを殺殺殺殺せるようにしたせるようにしたせるようにしたせるようにした。。。。沖縄沖縄沖縄沖縄
でもでもでもでも人種差別人種差別人種差別人種差別とととと占領意識占領意識占領意識占領意識にににに変変変変わりはないわりはないわりはないわりはない」」」」とととと訴訴訴訴えたえたえたえた。。。。県民県民県民県民のののの人権人権人権人権やややや尊厳尊厳尊厳尊厳をををを守守守守るにはるにはるにはるには基地基地基地基地とととと
のののの共存共存共存共存はありはありはありはあり得得得得ないないないない、、、、撤去撤去撤去撤去しかないしかないしかないしかない。。。。見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 基地基地基地基地あるがゆえのあるがゆえのあるがゆえのあるがゆえの沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの損失総額損失総額損失総額損失総額（（（（あらゆるあらゆるあらゆるあらゆる負担負担負担負担））））をををを算出算出算出算出しししし、、、、発信発信発信発信すべきとすべきとすべきとすべきと考考考考えるがえるがえるがえるが、、、、どどどど
うかうかうかうか。。。。

3333 次年度次年度次年度次年度からからからから実施予定実施予定実施予定実施予定のののの組織改変組織改変組織改変組織改変についてについてについてについて

((((1111)))) 平成平成平成平成17171717年度試験研究機関年度試験研究機関年度試験研究機関年度試験研究機関をををを企画部企画部企画部企画部にににに統合統合統合統合したがしたがしたがしたが、、、、２２２２機関機関機関機関をををを廃止廃止廃止廃止、、、、統合統合統合統合しししし、、、、残残残残りはりはりはりは24242424年度年度年度年度
またまたまたまた各部各部各部各部にににに戻戻戻戻したしたしたした。。。。そのそのそのその理由理由理由理由とこのとこのとこのとこの間間間間のののの試験研究試験研究試験研究試験研究のののの評価評価評価評価についてについてについてについて問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 平成平成平成平成23232323年度文化観光年度文化観光年度文化観光年度文化観光スポーツスポーツスポーツスポーツ部部部部をををを鳴鳴鳴鳴りりりり物入物入物入物入りでりでりでりで設置設置設置設置したがしたがしたがしたが、、、、組織改変組織改変組織改変組織改変でででで農林農林農林農林、、、、商工商工商工商工とともとともとともととも
にににに産業振興局産業振興局産業振興局産業振興局にににに組組組組みみみみ入入入入れられるれられるれられるれられる。。。。短期間短期間短期間短期間でのでのでのでの改変理由改変理由改変理由改変理由をををを問問問問うううう。。。。

4444 県立病院問題県立病院問題県立病院問題県立病院問題についてについてについてについて

((((1111)))) 県県県県のののの行政機構図行政機構図行政機構図行政機構図にはにはにはには病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者はははは知事知事知事知事のののの直下直下直下直下にににに位置位置位置位置づけられているづけられているづけられているづけられている。。。。機構図機構図機構図機構図にににに準準準準
じてじてじてじて議場議場議場議場でのでのでのでの席席席席をををを変更変更変更変更することがすることがすることがすることが望望望望ましいましいましいましい。。。。地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法地方公営企業法、、、、全適全適全適全適のののの真真真真のののの権限移譲権限移譲権限移譲権限移譲はそはそはそはそ
こからこからこからこから始始始始まるとまるとまるとまると考考考考えるがどうかえるがどうかえるがどうかえるがどうか。。。。

((((2222)))) 経営検証委員会経営検証委員会経営検証委員会経営検証委員会はははは地域医療地域医療地域医療地域医療をををを確保確保確保確保するためのするためのするためのするための人材確保人材確保人材確保人材確保をををを指摘指摘指摘指摘しているしているしているしている。。。。病院事業管理病院事業管理病院事業管理病院事業管理
者者者者にににに全適全適全適全適のののの権限権限権限権限であるであるであるである人事人事人事人事････財源財源財源財源をををを与与与与ええええ経営責任経営責任経営責任経営責任をををを負負負負うことについてうことについてうことについてうことについて認識認識認識認識をををを問問問問うううう。。。。

5555 観光行政観光行政観光行政観光行政についてについてについてについて

((((1111)))) 観光立県観光立県観光立県観光立県をををを標榜標榜標榜標榜するにはするにはするにはするには、、、、ハードハードハードハード面面面面でのでのでのでの整備整備整備整備ではではではでは、、、、まずまずまずまず電線電線電線電線のののの地中埋蔵化地中埋蔵化地中埋蔵化地中埋蔵化のののの実現実現実現実現だとだとだとだと考考考考
えるえるえるえる。。。。計画計画計画計画をををを問問問問うううう。。。。

((((2222)))) 本年度本年度本年度本年度、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥ、ＭＩＣＥややややクルーズクルーズクルーズクルーズ船等船等船等船等をををを誘致誘致誘致誘致するためするためするためするため「「「「戦略的誘客活動推進事業戦略的誘客活動推進事業戦略的誘客活動推進事業戦略的誘客活動推進事業」」」」にににに55555555億円億円億円億円をををを
計上計上計上計上しているしているしているしている。。。。このこのこのこの巨額巨額巨額巨額のののの費用費用費用費用でどこからどれだけのでどこからどれだけのでどこからどれだけのでどこからどれだけの客客客客をいつまでにをいつまでにをいつまでにをいつまでに誘致誘致誘致誘致するのかするのかするのかするのか、、、、またまたまたまた
費用対効果費用対効果費用対効果費用対効果をどのようにをどのようにをどのようにをどのように検証検証検証検証するのかするのかするのかするのか伺伺伺伺うううう。。。。
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((((3333)))) 去去去去るるるる10101010月月月月26262626日日日日からからからから11111111月月月月４４４４日日日日のののの期間期間期間期間、、、、県議会議員海外派遣県議会議員海外派遣県議会議員海外派遣県議会議員海外派遣でででで、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン、、、、シンガポールシンガポールシンガポールシンガポール、、、、
シドニーシドニーシドニーシドニーをををを訪問訪問訪問訪問したしたしたした。。。。そのそのそのその中中中中でででで、、、、誘客活動誘客活動誘客活動誘客活動のののの拠点拠点拠点拠点としてとしてとしてとして自治体国際化協会自治体国際化協会自治体国際化協会自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）（ＣＬＡＩＲ）（ＣＬＡＩＲ）（ＣＬＡＩＲ）をををを活活活活
用用用用することがすることがすることがすることが効果的効果的効果的効果的ではないかとではないかとではないかとではないかと考考考考ええええ、、、、以下質問以下質問以下質問以下質問するするするする。。。。

ｱｱｱｱ 本県本県本県本県ののののＣＬＡＩＲ（ＣＬＡＩＲ（ＣＬＡＩＲ（ＣＬＡＩＲ（クレアクレアクレアクレア））））へのへのへのへの年間拠出額年間拠出額年間拠出額年間拠出額はははは幾幾幾幾らからからからか。。。。

ｲｲｲｲ ＣＬＡＩＲ（ＣＬＡＩＲ（ＣＬＡＩＲ（ＣＬＡＩＲ（クレアクレアクレアクレア））））へのへのへのへの派遣実績派遣実績派遣実績派遣実績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｳｳｳｳ 派遣先派遣先派遣先派遣先でのでのでのでの観光客誘致活動観光客誘致活動観光客誘致活動観光客誘致活動のののの実績実績実績実績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

ｴｴｴｴ 派遣先派遣先派遣先派遣先でのでのでのでのネットワークネットワークネットワークネットワークづくりづくりづくりづくり（（（（県人等県人等県人等県人等））））のののの実績実績実績実績はどうかはどうかはどうかはどうか。。。。

6666 来年来年来年来年３３３３月月月月７７７７日開港予定日開港予定日開港予定日開港予定のののの新石垣空港新石垣空港新石垣空港新石垣空港のののの活用計画活用計画活用計画活用計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第8888回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月11111111    日日日日((((火火火火))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

4444 17171717分分分分 仲村仲村仲村仲村　　　　未央未央未央未央（（（（社民社民社民社民・・・・護憲護憲護憲護憲）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 県外移設公約県外移設公約県外移設公約県外移設公約についてについてについてについて知事知事知事知事にににに伺伺伺伺うううう。。。。
　　　　県外県外県外県外へのへのへのへの早期実現早期実現早期実現早期実現にににに向向向向けけけけ「「「「滑走路滑走路滑走路滑走路のあるのあるのあるのある所所所所をををを中心中心中心中心にににに早早早早くくくく移移移移してもらいたいしてもらいたいしてもらいたいしてもらいたい」」」」とととと発言発言発言発言されていされていされていされてい
るるるる。「。「。「。「滑走路滑走路滑走路滑走路のあるのあるのあるのある所所所所」」」」としてとしてとしてとして知事知事知事知事のののの考考考考えにあるのはどこかえにあるのはどこかえにあるのはどこかえにあるのはどこか。。。。県外県外県外県外、、、、またはまたはまたはまたは海外海外海外海外のののの例例例例をををを示示示示されたされたされたされた
いいいい。。。。

2222 農林水産流通条件不利性解消事業農林水産流通条件不利性解消事業農林水産流通条件不利性解消事業農林水産流通条件不利性解消事業についてについてについてについて

((((1111)))) 12121212月補正月補正月補正月補正でででで大幅大幅大幅大幅なななな予算減措置予算減措置予算減措置予算減措置がとられているががとられているががとられているががとられているが、、、、そのそのそのその理由理由理由理由、、、、交付実施交付実施交付実施交付実施がおくれたことによがおくれたことによがおくれたことによがおくれたことによ
りりりり補助補助補助補助をををを受受受受けられなかったけられなかったけられなかったけられなかった品目等品目等品目等品目等、、、、影響影響影響影響をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 次年度以降次年度以降次年度以降次年度以降のののの事業見通事業見通事業見通事業見通しししし、、、、課題課題課題課題やややや改善点改善点改善点改善点をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 住民地域住民地域住民地域住民地域にににに接接接接するするするする米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地のののの管理管理管理管理についてについてについてについて
　　　　沖縄市池原沖縄市池原沖縄市池原沖縄市池原のののの土地改良区土地改良区土地改良区土地改良区においてにおいてにおいてにおいて、、、、隣接隣接隣接隣接するするするする米軍基地米軍基地米軍基地米軍基地フェンスフェンスフェンスフェンス沿沿沿沿いのいのいのいの植栽植栽植栽植栽（（（（松松松松））））のののの管理管理管理管理
がががが悪悪悪悪くくくく菊農家菊農家菊農家菊農家にににに支障支障支障支障をををを与与与与えているえているえているえている。。。。沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局沖縄防衛局をををを通通通通じてじてじてじて再三伐採再三伐採再三伐採再三伐採をををを要請要請要請要請しているところであしているところであしているところであしているところであ
るがるがるがるが、、、、現状現状現状現状をををを把握把握把握把握しているかしているかしているかしているか。。。。米軍米軍米軍米軍、、、、防衛局防衛局防衛局防衛局のののの管理管理管理管理のありのありのありのあり方方方方、、、、再発防止策再発防止策再発防止策再発防止策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 ファンドファンドファンドファンド事業事業事業事業についてについてについてについて
　　　　県県県県がががが公社公社公社公社をををを通通通通じてじてじてじて行行行行っているっているっているっている企業企業企業企業へのへのへのへの出資投資事業出資投資事業出資投資事業出資投資事業についてについてについてについて、、、、実績実績実績実績とととと課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 事業事業事業事業のののの目的目的目的目的はははは何何何何かかかか。。。。上場上場上場上場ののののメリットメリットメリットメリットについてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 「「「「沖縄沖縄沖縄沖縄ベンチャーベンチャーベンチャーベンチャー育成育成育成育成ファンドファンドファンドファンド投資事業投資事業投資事業投資事業」」」」についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ ファンドファンドファンドファンドのののの規模規模規模規模とととと主主主主なななな出資者出資者出資者出資者、、、、うちうちうちうち県県県県（（（（公社公社公社公社））））のののの出資額出資額出資額出資額。。。。

ｲｲｲｲ 投資企業数投資企業数投資企業数投資企業数とととと投資額投資額投資額投資額、、、、うちうちうちうち上場企業数上場企業数上場企業数上場企業数、、、、株式売却等株式売却等株式売却等株式売却等のののの回収額回収額回収額回収額。。。。

ｳｳｳｳ ファンドファンドファンドファンド運営管理者運営管理者運営管理者運営管理者のののの選定方法選定方法選定方法選定方法。。。。

ｴｴｴｴ ファンドファンドファンドファンドのののの運営管理費運営管理費運営管理費運営管理費、、、、県県県県（（（（公社公社公社公社））））のののの負担状況負担状況負担状況負担状況、、、、うちうちうちうち人件費人件費人件費人件費、、、、最高単価最高単価最高単価最高単価。。。。

((((3333)))) さらにさらにさらにさらに同様同様同様同様のののの事業事業事業事業としてとしてとしてとして「「「「おきなわおきなわおきなわおきなわ新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業新産業創出投資事業」」」」がががが立立立立ちちちち上上上上がったががったががったががったが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの
ファンドファンドファンドファンド事業事業事業事業のののの実績実績実績実績をどのようにをどのようにをどのようにをどのように検証検証検証検証されたかされたかされたかされたか。。。。課題課題課題課題とととと方向性方向性方向性方向性をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 ＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－ＡｄｖｉｓｅｒＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－ＡｄｖｉｓｅｒＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－ＡｄｖｉｓｅｒＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒについてについてについてについて
　　　　地方自治体地方自治体地方自治体地方自治体がががが関与関与関与関与してしてしてして設立設立設立設立したしたしたした全国初全国初全国初全国初のののの審査機関審査機関審査機関審査機関とのことだがとのことだがとのことだがとのことだが、、、、設立設立設立設立のののの目的目的目的目的、、、、運営方法運営方法運営方法運営方法、、、、
事業目標等事業目標等事業目標等事業目標等についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 東京東京東京東京プロマーケットプロマーケットプロマーケットプロマーケットのののの概要概要概要概要とととと上場企業数上場企業数上場企業数上場企業数、、、、株式市場株式市場株式市場株式市場のののの現状現状現状現状をどうをどうをどうをどう評価評価評価評価しているかしているかしているかしているか。。。。

((((2222)))) ＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－ＡｄｖｉｓｅｒＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－ＡｄｖｉｓｅｒＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－ＡｄｖｉｓｅｒＯＫＩＮＡＷＡ　Ｊ－Ａｄｖｉｓｅｒ設立設立設立設立のののの経緯経緯経緯経緯とととと設立目的設立目的設立目的設立目的、、、、事業目標事業目標事業目標事業目標（（（（成果指標等成果指標等成果指標等成果指標等）。）。）。）。

((((3333)))) 資本金資本金資本金資本金のののの額額額額、、、、主主主主なななな出資者出資者出資者出資者とととと県県県県（（（（公社公社公社公社））））のののの出資額出資額出資額出資額、、、、会社運営管理費会社運営管理費会社運営管理費会社運営管理費、、、、そのそのそのその財源財源財源財源とととと県県県県（（（（公社公社公社公社））））
のののの負担状況負担状況負担状況負担状況、、、、体制体制体制体制（（（（役職名役職名役職名役職名、、、、人数等人数等人数等人数等）、）、）、）、人件費単価人件費単価人件費単価人件費単価（（（（最高額最高額最高額最高額）。）。）。）。

6666 沖縄県産業振興公社沖縄県産業振興公社沖縄県産業振興公社沖縄県産業振興公社のののの体制体制体制体制についてについてについてについて
　　　　一括交付金一括交付金一括交付金一括交付金などなどなどなど事業事業事業事業のののの拡大拡大拡大拡大でででで100100100100人体制人体制人体制人体制になっているがになっているがになっているがになっているが、、、、８８８８割割割割がががが嘱託等非正規職員嘱託等非正規職員嘱託等非正規職員嘱託等非正規職員であであであであ
るるるる。。。。継続的継続的継続的継続的なななな産業支援産業支援産業支援産業支援、、、、企業支援体制企業支援体制企業支援体制企業支援体制としてとしてとしてとして運営運営運営運営にににに課題課題課題課題はないかはないかはないかはないか伺伺伺伺うううう。。。。

((((1111)))) 現在現在現在現在のののの公社公社公社公社のののの総職員数総職員数総職員数総職員数、、、、公社公社公社公社プロパープロパープロパープロパー職員職員職員職員、、、、県派遣職員県派遣職員県派遣職員県派遣職員、、、、民間企業派遣職員民間企業派遣職員民間企業派遣職員民間企業派遣職員、、、、嘱託職嘱託職嘱託職嘱託職
員員員員のそれぞれののそれぞれののそれぞれののそれぞれの人数人数人数人数。。。。

((((2222)))) 嘱託職員嘱託職員嘱託職員嘱託職員のののの種類種類種類種類とととと報酬単価報酬単価報酬単価報酬単価。。。。

((((3333)))) 現在現在現在現在のののの職員体制職員体制職員体制職員体制のののの課題課題課題課題とととと今後今後今後今後のののの方向性方向性方向性方向性。。。。

7777 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第8888回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月11111111    日日日日((((火火火火))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

5555 17171717分分分分 山内山内山内山内　　　　末子末子末子末子（（（（県民県民県民県民ネットネットネットネット）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 自民党自民党自民党自民党のののの安倍総裁安倍総裁安倍総裁安倍総裁のののの「「「「国防軍国防軍国防軍国防軍」「」「」「」「徴兵制度徴兵制度徴兵制度徴兵制度」「」「」「」「憲法改定憲法改定憲法改定憲法改定」」」」議論議論議論議論はははは、、、、戦争戦争戦争戦争のできるのできるのできるのできる国国国国へのへのへのへの回回回回
帰帰帰帰とととと危惧危惧危惧危惧するするするする。。。。知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 知事知事知事知事がががが求求求求めているめているめているめている国国国国のありのありのありのあり方方方方、、、、沖縄県沖縄県沖縄県沖縄県のののの方向性方向性方向性方向性にににに一番近一番近一番近一番近いいいい政党政党政党政党はどこかはどこかはどこかはどこか伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが配備強行配備強行配備強行配備強行されされされされ２２２２カカカカ月月月月、、、、騒音防止協定違反騒音防止協定違反騒音防止協定違反騒音防止協定違反・・・・夜間飛行夜間飛行夜間飛行夜間飛行のののの激化激化激化激化などなどなどなど県民県民県民県民のののの不不不不
安安安安、、、、怒怒怒怒りはりはりはりは頂点頂点頂点頂点にににに達達達達しているしているしているしている。。。。中中中中でもでもでもでも学習環境学習環境学習環境学習環境にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響についてそのについてそのについてそのについてその実態実態実態実態とととと県県県県のののの対対対対
策策策策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 東村高江区東村高江区東村高江区東村高江区ヘリパッドヘリパッドヘリパッドヘリパッド建設建設建設建設についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 県県県県はははは防衛局防衛局防衛局防衛局にににに再再再再アセスアセスアセスアセスのののの要望要望要望要望をををを出出出出したようだがしたようだがしたようだがしたようだが、、、、そのそのそのその内容内容内容内容・・・・防衛局防衛局防衛局防衛局のののの対応等進対応等進対応等進対応等進状況状況状況状況をををを
伺伺伺伺うううう。。。。

ｲｲｲｲ 建設建設建設建設をめぐりをめぐりをめぐりをめぐり、、、、連日多連日多連日多連日多くのくのくのくの県民県民県民県民とととと工事関係者工事関係者工事関係者工事関係者・・・・防衛局防衛局防衛局防衛局とのとのとのとの対立対立対立対立があるがあるがあるがある。。。。地元高江区地元高江区地元高江区地元高江区とのとのとのとの
意見交換意見交換意見交換意見交換、、、、視察視察視察視察をををを行行行行うううう考考考考えはないかえはないかえはないかえはないか伺伺伺伺うううう。。。。

ｳｳｳｳ オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイがががが配備配備配備配備されたされたされたされた今今今今、、、、明明明明らかにらかにらかにらかにアセスアセスアセスアセス違反違反違反違反であるであるであるである再再再再アセスアセスアセスアセスのののの結果結果結果結果がががが出出出出るまでるまでるまでるまで工事工事工事工事
のののの中止中止中止中止をををを求求求求めるべきではないかめるべきではないかめるべきではないかめるべきではないか。。。。

((((5555)))) 枯枯枯枯れれれれ葉剤問題葉剤問題葉剤問題葉剤問題についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 証言証言証言証言をしていたをしていたをしていたをしていた退役軍人退役軍人退役軍人退役軍人のののの一人一人一人一人がががが亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった。。。。時間時間時間時間がががが経過経過経過経過するごとにするごとにするごとにするごとに真実真実真実真実へのへのへのへの道道道道がががが遠遠遠遠くくくく
なるなるなるなる。。。。時間時間時間時間とのとのとのとの闘闘闘闘いだといだといだといだと考考考考えるえるえるえる。。。。まずはまずはまずはまずは相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口（（（（機関機関機関機関））））のののの設置設置設置設置がががが必要必要必要必要ではないかではないかではないかではないか、、、、見解見解見解見解
をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((6666)))) アスベストアスベストアスベストアスベスト疾病対策疾病対策疾病対策疾病対策についてについてについてについて、、、、本県本県本県本県のののの現状現状現状現状とととと対策対策対策対策、、、、課題課題課題課題をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 防災対策防災対策防災対策防災対策についてについてについてについて

((((1111)))) うるまうるまうるまうるま市平安座市平安座市平安座市平安座のののの石油備蓄基地石油備蓄基地石油備蓄基地石油備蓄基地におけるにおけるにおけるにおける原油流出事故原油流出事故原油流出事故原油流出事故についてについてについてについて会社側会社側会社側会社側のののの危機管理危機管理危機管理危機管理のののの認認認認
識不足識不足識不足識不足にににに批判批判批判批判がががが集中集中集中集中しているしているしているしている。。。。

ｱｱｱｱ 悪臭防止法悪臭防止法悪臭防止法悪臭防止法、、、、大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法大気汚染防止法にににに基基基基づきづきづきづき県県県県・・・・うるまうるまうるまうるま市市市市・・・・会社会社会社会社のののの役割役割役割役割をををを明明明明らかにされたいらかにされたいらかにされたいらかにされたい。。。。まままま
たたたた、、、、そのそのそのその役割役割役割役割のもとのもとのもとのもと県県県県がどうかかわったかがどうかかわったかがどうかかわったかがどうかかわったか健康被害健康被害健康被害健康被害へのへのへのへの対応対応対応対応とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 異臭異臭異臭異臭やややや、、、、油油油油のののの抜抜抜抜きききき取取取取りりりり作業等収束作業等収束作業等収束作業等収束までまでまでまで時間時間時間時間をををを要要要要するとあるがするとあるがするとあるがするとあるが、、、、火災発生等不測火災発生等不測火災発生等不測火災発生等不測のののの事態事態事態事態へへへへ
のののの対策対策対策対策、、、、関係機関関係機関関係機関関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携はどのようなはどのようなはどのようなはどのような態勢態勢態勢態勢でででで行行行行われているかをわれているかをわれているかをわれているかを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 事故事故事故事故をををを教訓教訓教訓教訓にににに他施設他施設他施設他施設のののの防災計画防災計画防災計画防災計画・・・・内容等内容等内容等内容等についてもについてもについてもについても今一度見直今一度見直今一度見直今一度見直しししし、、、、施設点検施設点検施設点検施設点検、、、、体制強体制強体制強体制強
化化化化をををを指導助言指導助言指導助言指導助言すべきではないかすべきではないかすべきではないかすべきではないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 教育行政教育行政教育行政教育行政についてについてについてについて

((((1111)))) 泡瀬特別支援学校分校計画泡瀬特別支援学校分校計画泡瀬特別支援学校分校計画泡瀬特別支援学校分校計画のののの進進進進状況状況状況状況についてについてについてについて

((((2222)))) 「「「「英語立県沖縄英語立県沖縄英語立県沖縄英語立県沖縄」」」」をををを目指目指目指目指しししし話話話話せるせるせるせる英語教育英語教育英語教育英語教育のののの実現実現実現実現にににに向向向向けてのけてのけてのけての取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＩＴＩＴＩＴＩＴ大学院設置大学院設置大学院設置大学院設置にににに向向向向けけけけ検討委員会検討委員会検討委員会検討委員会のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

4444 福祉福祉福祉福祉、、、、環境行政環境行政環境行政環境行政についてについてについてについて

((((1111)))) 性被害性被害性被害性被害、、、、性暴力被害性暴力被害性暴力被害性暴力被害のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 10101010代代代代のののの出産出産出産出産、、、、人工妊娠中絶人工妊娠中絶人工妊娠中絶人工妊娠中絶のののの実態実態実態実態とととと対策対策対策対策についてについてについてについて

ｱｱｱｱ 過去過去過去過去３３３３年年年年のののの推移推移推移推移とととと全国全国全国全国とのとのとのとの比較比較比較比較をををを伺伺伺伺うううう。。。。

5555 文化文化文化文化・・・・観光観光観光観光・・・・スポーツスポーツスポーツスポーツ行政行政行政行政についてについてについてについて
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((((1111)))) 世界世界世界世界へへへへ発信発信発信発信するするするする沖縄沖縄沖縄沖縄ということでということでということでということでオーストラリアオーストラリアオーストラリアオーストラリアややややシンガポールシンガポールシンガポールシンガポールのののの関係者関係者関係者関係者からはからはからはからは沖縄沖縄沖縄沖縄とのとのとのとの
姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市のののの提言提言提言提言があるがあるがあるがある。。。。検討検討検討検討してはどうかしてはどうかしてはどうかしてはどうか。。。。またまたまたまた、、、、観光観光観光観光・・・・経済等交流発展経済等交流発展経済等交流発展経済等交流発展のののの可能性可能性可能性可能性がががが高高高高いいいい
がががが本県本県本県本県のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会財団法人自治体国際化協会へのへのへのへの職員派遣職員派遣職員派遣職員派遣のののの状況状況状況状況とととと今後今後今後今後のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて

((((3333)))) 11111111月月月月30303030日付日付日付日付でででで「「「「三線三線三線三線」」」」がががが沖縄県伝統工芸製品沖縄県伝統工芸製品沖縄県伝統工芸製品沖縄県伝統工芸製品としてとしてとしてとして指定指定指定指定されたされたされたされた。。。。あわせてあわせてあわせてあわせて伝統工芸師伝統工芸師伝統工芸師伝統工芸師のののの
認定認定認定認定のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 修学旅行修学旅行修学旅行修学旅行のののの県内誘致県内誘致県内誘致県内誘致のののの状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。（。（。（。（過去過去過去過去５５５５年年年年のののの推移推移推移推移））））

6666 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 米軍用地米軍用地米軍用地米軍用地のののの県外県外県外県外へのへのへのへの所有権移転所有権移転所有権移転所有権移転のののの実態実態実態実態（（（（５５５５年間年間年間年間のののの推移推移推移推移））））はどうなっているかはどうなっているかはどうなっているかはどうなっているか。。。。

((((2222)))) 米軍基地内米軍基地内米軍基地内米軍基地内、、、、米軍米軍米軍米軍のののの物品調達物品調達物品調達物品調達のののの総額総額総額総額、、、、県内業者県内業者県内業者県内業者のののの割合割合割合割合をををを伺伺伺伺うううう。（。（。（。（建設関係建設関係建設関係建設関係、、、、サービスサービスサービスサービス関関関関
係係係係、、、、物品調達物品調達物品調達物品調達ごとのごとのごとのごとの金額金額金額金額、、、、割合割合割合割合））））

((((3333)))) オスプレイオスプレイオスプレイオスプレイ撤回撤回撤回撤回にににに向向向向けけけけゲートゲートゲートゲート前前前前でのでのでのでの抗議行動抗議行動抗議行動抗議行動がががが続続続続いているいているいているいている。。。。ゲートゲートゲートゲート前前前前にににに配置配置配置配置されているされているされているされている県県県県
警警警警のののの任務任務任務任務のののの範囲範囲範囲範囲をををを伺伺伺伺うううう。。。。

ｱｱｱｱ 米兵米兵米兵米兵ががががゲートゲートゲートゲートからからからから出出出出るるるる際際際際、、、、運転中運転中運転中運転中のののの携帯電話使用携帯電話使用携帯電話使用携帯電話使用やややや飲酒飲酒飲酒飲酒などのなどのなどのなどの実態実態実態実態があるががあるががあるががあるが黙認黙認黙認黙認のののの様様様様
相相相相、、、、理由理由理由理由をををを明明明明らかにされたしらかにされたしらかにされたしらかにされたし。。。。

((((4444)))) 恩納通信所恩納通信所恩納通信所恩納通信所がががが返還返還返還返還されてからされてからされてからされてから17171717年年年年。。。。返還跡地利用計画返還跡地利用計画返還跡地利用計画返還跡地利用計画のののの進進進進状況状況状況状況とととと県県県県のかかわりのかかわりのかかわりのかかわり、、、、及及及及びびびび
課題対策課題対策課題対策課題対策についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

8888 我我我我がががが会派会派会派会派のののの代表質問代表質問代表質問代表質問とのとのとのとの関連関連関連関連についてについてについてについて
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一般質問一般質問一般質問一般質問通告表通告表通告表通告表
平成平成平成平成24242424年第年第年第年第8888回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会回沖縄県議会((((定例会定例会定例会定例会))))

12121212月月月月11111111    日日日日((((火火火火))))
順順順順　　　　位位位位 時時時時　　　　間間間間 氏氏氏氏　　　　　　　　　　　　　　　　名名名名　　（　　　　（　　　　（　　　　（　　会会会会　　　　　　　　　　　　派派派派　　）　　）　　）　　） 答 弁答 弁答 弁答 弁    をををを    求求求求    め るめ るめ るめ る    者者者者

6666 17171717分分分分 當間當間當間當間　　　　盛夫盛夫盛夫盛夫（（（（改革改革改革改革のののの会会会会）））） 知事知事知事知事　　　　関係部長等関係部長等関係部長等関係部長等

質質質質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問問問問　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要要要要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旨旨旨旨

1111 知事知事知事知事のののの政治姿勢政治姿勢政治姿勢政治姿勢についてについてについてについて

((((1111)))) 今回今回今回今回のののの衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙衆議院選挙についてについてについてについて、、、、知事知事知事知事ののののスタンススタンススタンススタンスをををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) ２２２２期目期目期目期目のののの折折折折りりりり返返返返しであるがしであるがしであるがしであるが、、、、自己評価自己評価自己評価自己評価をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) ＴＰＰＴＰＰＴＰＰＴＰＰ交渉参加交渉参加交渉参加交渉参加についてについてについてについて知事知事知事知事のののの見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((4444)))) 自民党公約自民党公約自民党公約自民党公約でででで、、、、尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島尖閣諸島にににに公務員公務員公務員公務員をををを常駐常駐常駐常駐させることについてさせることについてさせることについてさせることについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((5555)))) 同同同同じくじくじくじく自民党公約自民党公約自民党公約自民党公約でででで、、、、憲法改正憲法改正憲法改正憲法改正でででで自衛隊自衛隊自衛隊自衛隊をををを「「「「国防軍国防軍国防軍国防軍」」」」にすることについてにすることについてにすることについてにすることについて見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

2222 基地問題基地問題基地問題基地問題についてについてについてについて

((((1111)))) 衆議院選後衆議院選後衆議院選後衆議院選後もももも「「「「県外県外県外県外・・・・国外国外国外国外」」」」をををを主張主張主張主張するとあるがするとあるがするとあるがするとあるが、、、、解決策解決策解決策解決策をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 県外県外県外県外をををを主張主張主張主張するのであればするのであればするのであればするのであれば、、、、額賀額賀額賀額賀・・・・稲嶺協定書稲嶺協定書稲嶺協定書稲嶺協定書はははは「「「「破棄破棄破棄破棄」」」」することをすることをすることをすることを明言明言明言明言すべきであるがすべきであるがすべきであるがすべきであるが
見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 新新新新たなたなたなたな「「「「基地返還基地返還基地返還基地返還アクションプログラムアクションプログラムアクションプログラムアクションプログラム」」」」をををを構築構築構築構築すべきでないかすべきでないかすべきでないかすべきでないか見解見解見解見解をををを伺伺伺伺うううう。。。。

3333 振興計画振興計画振興計画振興計画についてについてについてについて

((((1111)))) 那覇空港平行滑走路那覇空港平行滑走路那覇空港平行滑走路那覇空港平行滑走路のののの見通見通見通見通しについてしについてしについてしについて伺伺伺伺うううう。。。。

((((2222)))) 離島船舶造船補助事業離島船舶造船補助事業離島船舶造船補助事業離島船舶造船補助事業についてについてについてについて計画計画計画計画をををを伺伺伺伺うううう。。。。

((((3333)))) 不発弾探査事業不発弾探査事業不発弾探査事業不発弾探査事業のののの実施状況実施状況実施状況実施状況とととと課題課題課題課題についてについてについてについて伺伺伺伺うううう。。。。

4444 農連市場再開発事業農連市場再開発事業農連市場再開発事業農連市場再開発事業のののの進進進進状況状況状況状況をををを伺伺伺伺うううう。。。。


